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退任にあたって退任にあたって
　                  前　理 事 ・ 副 学 長　安 浦 寛 人

                                                （名誉教授）

  　12 年間理事 ・ 副学長として九州大学の情

報基盤関係を担当させていただきました。 9 月

30 日をもちまして退任いたしましたが、 皆様方

のご支援ご協力のおかげで、 いろいろと新しい

挑戦や企画も含め、 なんとか無事にこなせたこ

とをありがたく思い、 感謝申し上げます。

  日本の大規模大学で初のＰＣ必携化、 伊都キャンパスへの移転、

Wi-Fi ネットワークの完備など教育 ・ 研究を支える情報基盤の整備を進

めることができました。 スーパーコンピューター 「ITO」 の導入など計算

基盤の充実、 ソフトウェアのキャンパス一体契約によるサービス向上と経

費削減、SSO-KID の導入、全学 IC カードの運用、セキュリティ対策など、

いろいろなことを全学の皆様のご協力のもとでやれたことは、 本学の強
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就任にあたって就任にあたって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事 ・ 副学長　谷口倫一郎

　　2020 年 10 月より理事 ・ 副学長、 情報統括本部副本部長 ・ CIO に就任しました。

2020 年春以降の新型コロナウィルス感染拡大により、 大学の教育 ・ 研究 ・ 診療 ・ 運

営等における ICT の重要性が改めて浮き彫りになったところです。 特に、 「教育を止

めない」 という合い言葉の下、 前任の安浦先生の絶妙な采配と教職員の協力で全面

的にオンライン授業を展開し、 なんとか 2020 年度前期の履修期間を乗り切ることがで

きました。 一方で、 新入生を中心に対面授業の実施を求める声も強く、 三密を避ける

感染防止と対面授業や課外活動の実施のバランスをとりながら学習活動を円滑に行う

時期に入ってきています。 前期の経験からオンライン授業の良さは学生／教員のいずれからも認識され、 対面

授業とオンライン授業をどのように組み合わせるかという点が今後の課題であり、 ICT 技術を更に上手に利用する

ことが求められています。 また、オンライン授業や在宅勤務等で自宅などからシステムにアクセスする場合、セキュ

リティをどう維持するかも重要な問題になってきます。 本学でも多くの情報システムが絡み合っており、 またセキュ

リティの脅威も高まってきているので、 セキュリティ維持の活動はしっかり堅持しておく必要があります。 10 月から

の新体制ではCIOとCISOを分離し、岡村副学長にCISOをお願いすることにしました。 これによって、セキュリティ

関係の課題整理が一段と進むことが期待され、 本学の ICT 環境もますます堅固なものになると期待しています。

ただし、 最後は個人のセキュリティに対する意識が極めて重要であり、 皆様のご協力が不可欠であります。 大

学の限られた予算の中で最大の便益を提供できるよう、 尽力して参りますので、 今後ともご協力のほどよろしくお

願い申し上げます。
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固な情報基盤の構築につながりました。 その効果は、 今回の COVID-19 の感染拡大の非常時に、 遠隔教育

支援の活動を中心に、 教育と研究の継続を支える大きな力となることができたと思います。

   今回退任にあたり、情報関係だけは、「情報統括本部の皆様が分かってくださっているので安心して引継げる」

という意味で私が安心して引き継げた唯一の担当分野でございます。 是非、 今後ともフィジカルには日本一の

キャンパスと言われますが、 サイバー空間としても日本一のキャンパスであり続けていただきたいと思います。

情報統括本部におかれましては、 極めて急速に変化する情報技術の発展の中で、 先手先手で新しい技術を

取り入れて九州大学を支えてください。 「今日の常識は 3 年後の非常識」 と常に考えながら、 日々業務に励ん

でいただきたいと思います。 常にフレッシュな感覚を持って新しいキャンパスづくりに引き続きご尽力いただきた

いと思います。 大学の構成員の皆様も、ぜひ、

この優れた情報基盤を活用し、 それぞれの教

育 ・ 研究で大きな成果を挙げていただきたい

と思います。

情報統括本部退任のご挨拶にて
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3卒業生向け「Microsoft Office
                  特別プラン」について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報統括本部　ソフトウエア事業室

卒業生向け「Microsoft Office
                  特別プラン」について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報統括本部　ソフトウエア事業室

　 本学が学生のみなさまに提供している Microsoft 365 Apps for enterprise （旧称 Office 365 ProPlus） は、 卒

業と同時に使えなくなります。 「卒業後もプライベートで Office を使いたい。 学生のうちに安く購入したい！」 「卒

業後に新しいパソコンを購入予定。 その時に Office を使いたい！」

　 そんな学部・大学院最終学年、および卒業生の皆様に朗報です。この度、株式会社内田洋行との提携により、

「Microsoft Office」 の最上位モデルである 「Microsoft Office Professional」 を、 一般価格 65,784 円 （税込）

のところ、 卒業 後半年間に限り、9,900 円でご購入いただけることになりました。 主な特徴として、①購入後は、

月額、 年額料金等の追加料金が発生しないこと、②Mac 版 Office も購入可能であること、③正規のライセンスで

あること、 などが挙げられます。 ぜひご検討ください。

　なお、 このサービスの詳細は、 以下の Web サイトをご覧ください。

　HP ： https://soft.iii.kyushu-u.ac.jp/uchida/index.html　

Word PowerPoint OneNote Outlook Access PublisherExcel

セット内容

※1　Access、PublisherはMac版には含まれません

※1 ※1

Microsoft Office Professional Plus 最新版（ Windows 版）
Microsoft Office for Mac 最新版（ Mac 版）

購入期間

ご卒業後半年間 （３月卒業の方は同年 9 月 30 日まで、 ９月ご卒業の方は翌年 3 月 31 日まで）

ソフトウェアダウンロード可能期間

ご卒業後 7 ヶ月間 （３月卒業の方は同年 10 月 31 日まで、 ９月ご卒業の方は翌年 4 月 30 日まで）

※ＰＣ初期化に伴う再インストールもできません。

お支払いはクレジットカード（保
護者名義も可）またはコンビニ
から選択可能です。

ダウンロードサイトのURLをご
登録いただいたメールアドレス
にお送りいたします。

ダウンロードサイトからPC
にOfficeをダウンロードして
インストール!

ウチダの卒業割

「ウチダの卒業割」で検索！

ご購入方法

※2　ダウンロードとインストールは、1回限り有効です。もし失敗してしまった場合はU365お客様センターまでお問い合わせください。

学籍番号（学生番号）を入力
してユーザー登録をしてく
ださい。

1 2 3 4 5
学割WEBストアで

購入

ダウンロードサイトを

メールでお知らせ

PCに

インストール　　　※2

［ウチダの学割］アクセスし、

自分の大学を選ぶ

スマートフォンまたは

PCでユーザー登録

［ウチダの学割］は内田洋行が運営しています。

内田洋行が日本マイクロソフト株式会社の協力

のもと、大学からの利用申し込みを受けて学生

の皆様向けに開設しています。u365support@esco.co.jp

0120-978-953
詳細はこちら

お問い合わせ先

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。記載内容は 2019 年 9 月現在の内容です。

grg201910

ウチダの卒業割

 U365 お客様センター

Microsoft
Office

※

※所属している学部 ・ 学府の全課程を修了すること。

（本サービスは 「株式会社内田洋行」 が提供するサービスであり、 学生 （卒業生） 本人と 「株式会社内田洋行」 との契約となります。

  本学では本サービスに関するサポート （契約、 導入等） は行っておりません。）
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サービス拠点・連絡先サービス拠点・連絡先

各キャンパス分室各キャンパス分室

大橋分室（大橋地区）
Tel：内線（大橋 (95)9469）　外線（092-553-9469)　
受付時間 : 平日　10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 17:00
場所 : デザイン基盤センター情報基盤室

筑紫分室（筑紫地区）
Tel：内線（筑紫 (93)7845）　外線（092-583-7845)　
受付時間 : 平日　10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 17:00
場所 : 総合理工学研究院 F棟 3階 303 号室

馬出分室（馬出地区）
Tel：内線（馬出 (91)7220）　内線のみ　
受付時間 : 平日　10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 17:00
場所 : 医学図書館２階事務室

iCube サポートデスク (伊都地区 )
Tel：内線 (伊都（90)5868）　外線（092-802-5868)　
受付時間 : 平日　10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 19:00
場所 : 中央図書館 4階きゅうとコモンズ内

教育情報サービス受付 (伊都地区 )
Tel：内線 (伊都（90)2695）　外線（092-802-2695)　
受付時間 : 平日　10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 17:00
場所 : 情報基盤研究開発センター 3階 312 号室

4Web会議システム Webex について
　　　　　　　　　　　　　 のご案内
Web会議システム Webex について
　　　　　　　　　　　　　 のご案内

お問い合わせ先
九州大学 情報統括本部 教育基盤事業室（Webex 担当）

Mail： vc-ex@ecs.kyushu-u.ac.jp

●　Web ベースの会議システムです。 PC （あるいはタブレット等） で接続し、 カメラ映像 ・ マイクの音声 ・ PC

　　 の資料映像などを複数名の間で送受信することで、 遠隔地間でオンライン会議を行なうことが可能です。

●　授業のほか、 会議、 大規模なイベントなど様々な用途にご利用いただけます。

●　「ブレイクアウトセッション」 「仮想背景」 等便利な機能を備えています。

●　moodle 上のコース 「オンライン授業講習会」 の中で学内向けのマニュアルを公開していますので、 関心の

     ある方はご御覧ください。。

●　利用申請は部局単位でとりまとめていただきますようお願いします。 部局からの申請方法は９月に各部局に

     宛てて案内済みです。

●　2021 年 9 月まで運用の予定です。 　※その後については未定


